
大和リゾート株式会社 国内募集型企画旅行 ご旅行条件書
この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面であり、旅行契約が成立した場合は旅行業法第12条の5により交付する契約書面の一部として取り扱います。

１．募集型企画旅行契約
（1）この旅行は、大和リゾート株式会社（以下「当社」といいます。）が企画・募集

し実施する企画旅行で、お客様は当社と企画旅行契約（以下「募集型企画旅行契
約」といいます。）を締結することになります。当社はお客様が当社の定める旅行
日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他旅行に関するサービス
（以下「旅行サービス」といいます。）の提供を受けることができるように、手配
し、旅行管理することを引き受けます。

（2）旅行契約の内容及び条件は、当該旅行のホームページ・パンフレット等の募集広
告（以下「パンフレット等」といいます。）、本取旅行条件書、出発前にお渡しす
る「ご旅行案内書」と称する確定書面及び当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の
部）（以下「当社約款」といいます。）によります。

（1）当社に募集型企画旅行契約の申込みをしようとするお客様は、当社所定の申込書
に所定の事項を記入の上、申込金とともに、当社に提出していただきます。旅行契
約は、当社が当該契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立するものとし
ます。申込金は、パンフレット等に記載のとおりとします。ただし、特約をもって、
申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることとした場合は、契約の
申込みを承諾したときに成立するものとします。

（2）当社は、電話、郵便その他通信手段による旅行契約の予約を受け付けます。この
場合、予約の時点では旅行契約は成立しておらず、当社が予約の承諾をする旨を通
知した日の翌日から起算して７日以内に当社指定の申込書の提出と申込金の支払い
をしていただきます。お客様が当該期間内に申込書の提出と申込金の提出をしない
場合は、予約が取り消されたものとして取扱います。ただし、特約をもって、申込
金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることとした場合は、契約の締結
を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立するものとします。

（3）当社が提携するクレジット会社（以下「提携会社」といいます）のカード会員
（以下「会員」といいます）との間で、電話、郵便その他の通信手段による申込み
を受けて、募集型企画旅行契約の締結をし、会員の署名なくして旅行代金の一部又
は全部等のお支払いを受けるもの（以下「通信契約」といいます）の申込みをする
お客様は、申込みをしようとする企画旅行の名称、旅行開始日、カード名、会員番
号その他の事項（以下「会員番号等」といいます）を当社にお申し出いただきます。
通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立
します。

（4）申込金は、旅行代金、取消料、その他お客様が当社に支払う金銭の一部に充当い
たします。

３．ウェイティングの取扱いについての特約
当社は、お申込みいただいた旅行が、その時点で満席その他の理由で旅行契約を締結

できない場合であって、お客様が特に希望する場合は、以下により、お客様と特約を結
んで、当社がお客様と旅行契約を締結することができる状態になった時点で旅行契約を
成立させる取扱い（以下「ウェイティングの取扱い」といいます。）をすることがあり
ます。
（1）お客様がウェイティングの取扱いを希望する場合は、当社は、お客様が当社から

の回答をお待ちいただける期間（以下「ウェイティング期間」といいます。）を確
認のうえ、申込書と申込金相当額をご提出いただきます、この時点では旅行契約は
成立しておらず、また、当社は、将来に旅行契約が成立することをお約束するもの
ではありません。

（2）当社は、前（1）の申込金相当額を「預り金」として保管し、お客様と旅行契約の
締結が可能となった時点でお客様に旅行契約の締結を承諾した旨を通知するととも
に預り金を申込金に充当します。

（3）旅行契約は、当社が前（2）により、旅行契約の締結を承諾した旨の通知を当社が
お客様に発した時（ただし、この通知が電子承諾通知の方法によって行われたとき
はお客様に到達した時）に成立するものとします。

（4）当社は、ウェイティング期間内に旅行契約の締結を承諾できなかった場合は、預
り金の全額をお客様に払い戻します。

（5）当社は、ウェイティング期間内で当社が旅行契約の締結を承諾する旨を回答する
前にお客様からウェイティングの取扱いを解除する旨の申出があった場合は、預り
金の全額をお客様に払い戻します。この場合、お客様からのウェイティングの取扱
いを解除する旨の申出が取消料対象期間にあったときでも当社は取消料をいただき
ません。

４．お申込み条件

（1）未成年の方は、保護者の同意書が必要です。
（2）身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、その他特別な配慮を必要とする

方は、その旨お申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お
客様からのお申し出に基づき当社が講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担
といたします。

（3）パンフレット等で、参加にあたり特別の条件を定めた旅行については、ご参加の
性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する旅行条件を満たしていない
ときは、ご参加をお断りする場合があります。

（4）お客様のご都合による別行動は原則としてできません。

２．お申込み・契約の成立時期

５．契約締結の拒否

当社は次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。
①お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあ
るとき。

②通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無
効であるなど旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に
従って決済できないとき。

③応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
④お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等そ
の他の反社会的勢力であると認められるとき。

⑤お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な
言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。

⑥お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若し
くは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。

⑦当社の業務上の都合があるとき。

６．契約書面の交付

（1）契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金そ
の他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面（以下「契約書面」と
いいます）を交付します。なお、契約書面は、パンフレット等、申込書のお客様控、
申込金及びその領収書、本ご旅行条件書等により構成されます。

（2）当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービス
の範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。

７．確定書面の交付

（1）前項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を
記載できない場合には、当該契約書面を補完する書面として、旅行開始日の前日
（旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約の申込
みがなされた場合にあっては、旅行開始日）までに、これらの確定状況を記載した
確定書面を交付します。

（2）確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サー
ビスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

８．旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更について

（1）旅行代金とは、パンフレット等に旅行代金として表示した金額と追加代金として
表示した金額（パンフレット等で「グレードアッププラン」等と称して、運送サー
ビス、宿泊サービス等におけるグレードアップのための追加料金等を指す）を加え
たものをいいます。

ア、旅行代金に含まれるもの
以下はお客様のご都合により一部利用されなくとも原則として払い戻しはいたしま
せん。

①旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊料金、食事料金、観光に伴う入場
料金・ガイド料金及び消費税等諸税。

②添乗員が同行する場合にあってはその必要経費。
③その他パンフレット等において、旅行代金に含まれるものとして明示したもの。
イ、旅行代金に含まれないもの
前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。
①ご自宅から発着地までの交通費・宿泊料金。
②クリーニング代、電報電話料、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用及びそれに
伴う諸税。

③傷病・疾病に関する治療費。
④自由行動中の見学料、食事料金、交通費等。
⑤ご希望者のみ参加されるオプショナルツアーの料金。
（2）旅行代金は、当社が定める期日までにお支払いください。
（3）通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へのお

客様の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、
カード利用日は旅行契約成立日とします。

（4）利用する運送機関の運賃・料金が募集広告に記載した基準日において有効な公示
をされている適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程
度を大幅に超えて改訂された時は、その差額だけ増額又は減額することがあります。
当社は、旅行代金を増額する場合は、旅行出発日の前日から起算して１５日前に当
たる日より前に通知するものとし、この場合、お客様は、旅行開始日前に企画料金
又は取消料を支払うことなく、契約を解除することができます。適用運賃・料金が
減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。

（5）当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる企画旅行で、旅行
契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったとき
は、旅行代金の額を変更することがあります。なお、取り消しによって利用人員が
変更となったときも、旅行代金の額を変更することがあります。なお、取り消しに
よって利用人員が変更となったときは、当該取り消されたお客様より所定の取消料
をいただきます。

９．契約内容の変更
当社は、天変地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の

命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が
生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客
様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由と
の因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他、旅行契約の内容を変更
することがあります。緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に理由を説明い
たします。

１０．お客様の交替

（1）当社と募集型企画旅行契約を締結したお客様は、当社の承諾を得て、契約上の地
位を別のお客様に譲り渡すこと、又は構成者の変更を行うことができます。この場
合、当該旅行のパンフレット等に記載した手数料を頂戴いたします。

（2）当社は、前項にかかわらず、利用運送機関・宿泊機関等がお客様の交替に応じな
い等の理由により、交替をお断りする場合があります。

１１．取消料

（1）旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、パンフレット
等に記載の取消料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部の方がキャ
ンセルの場合は、ご参加のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額代金を
いただきます。

（2）当社の責任とならないローンの手続き等の事由によるお取消の場合も当社旅行業
約款に記載された取消料を申し受けます。

（3）契約書面に記載する期日までに旅行代金が支払われないときは、当該期日の翌日
においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様
は、当社に対し、取消料と同等の違約料を支払わなければなりません。

（4）お客様のご都合による出発日およびコースの変更、運送・宿泊機関等行程中の一
部変更については、ご旅行全体の取消とみなし、所定の取消料をいただきます。

１２．旅行開始前の旅行契約の解除
（1）お客様による解除
①お客様は、パンフレット等に記載した取消料を支払って、いつでも旅行契約を解除
することができます。ただし、契約解除のお申し出は当社の営業時間内にお受けい



いたします。
②お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約
を解除することができます。

ア、旅行内容が変更されたとき。ただし、その変更が「17．旅程保証」の表左欄に掲
げるものその他重要なものである場合に限ります。

イ、「8．旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更について」（4）に基づき旅行代金
が増額されたとき。

ウ、天変地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令
その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、
又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

エ、当社がお客様に対し、期日までにご旅行案内書を交付しなかったとき。
オ、当社の責めに帰すべき事由が生じた場合においてパンフレット等に記載した旅行
日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。

（2）当社による解除
①お客様が「8．旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更について」（2）に記載する
期日までに旅行代金をお支払いいただけないときは、当社は当該旅行契約を解除す
ることがあります。このときは、「11．取消料（3）の通り、取消料と同額の違約
金をお支払いいただきます。

②次に掲げる場合において、当社はお客様に理由を説明して募集型企画旅行契約を解
除することがあります。

ア、お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他旅行条件を満
たしていないことが判明したとき。

イ、お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられな
いと認めるとき。

ウ、お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれ
があると認められるとき。

エ、お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
オ、加者の人数がパンフレット等に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合
は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目（日帰り旅行については3日
前）に当たる日より前に旅行を中止する旨を旅行者に通知いたします。

カ、天変地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令
その他の当社の関与し得ない事由によりパンフレット等に記載した旅行日程に従っ
た安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいと
き。

キ、通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効にな
る等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約
に従って決済できなくなったとき。

ク、「４．契約締結の拒否」第4号ないし7号のいずれかに該当することが判明したと
き。

１３．旅行開始後の旅行契約の解除

（1）お客様による解除
①お客様のご都合により旅行の行程から離脱された場合は、お客様の権利放棄とみな
し、一切払い戻しません。

②お客様の責めに帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受け
られない場合には、お客様は取消料を支払うことなく、当該不可能になった旅行
サービスの提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅
行料金のうち、不可能になった旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払い戻し
いたします。但し、当該事由が当社の責めに帰すべき事由によらない場合には、当
該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い又は支払
わなければならない費用に係る金額を差し引いて精算します。

（2）当社による解除
①当社は次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して募集型企画旅行契約の一
部を解除することができます。

ア、お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられ
ないとき。

イ、お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指
示への違背、これらの者又は他のお客様に対する暴行又は脅迫等により団体行動の
規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

ウ、「5．契約締結の拒否」第4号ないし7号のいずれかに該当することが判明したと
き。

エ、天変地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令
その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能と
なったとき。

②前号の規定により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様
のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。

③当社が旅行開始後に旅行契約を解除したときは、当社とお客様の間の契約関係は、
将来に向かってのみ消滅いたします。この場合において、お客様が既に提供を受け
た旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとしま
す。

１４．添乗員について

（1）当社は、旅行の内容により添乗員を同行させて、旅程管理業務その他当該当該募
集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることが
あります。添乗員の同行の有無は、当該旅行のパンフレット等募集広告に記載のと
おりとします。添乗員の業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までと
します。

（2）添乗員が同行しない旅行にあっては、必要な連絡先をご旅行案内書に記載します。
またお客様に旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたし
ますので、旅行サービスの提供を受けるための手続き及び代替手配が必要となった
場合のその代替手配はお客様ご自身で行っていただきます。

１５．当社の責任
（1）当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社の手配代行者が故

意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は、当該損害を賠償します。ただし、
損害の発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。

（2）お客様が、以下に例示するような当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由
により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、当該損害を賠償する責任
を負うものではありません。

①天変地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の
中止。

②運送・宿泊機関等の事故・火災により生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらによって生じる旅行日程の変
更、旅行の中止。

④官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしく

くは旅行の中止。
⑤自由行動中の事故。
⑥食中毒。
⑦盗難。
⑧運送機関等の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など又はこれらによって生
じる旅行日程の変更、目的地滞在時間の短縮。

（3）当社は、手荷物について生じた前記（１）の損害については、損害発生の翌日か
ら起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15
万円を限度として賠償します。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこ
の限りではありません。

１６．特別補償
当社は、「１5．当社の責任」（１）の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問

わず、当社旅行業約款における特別補償規程で定めるところにより、お客様が、募集型
企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらか
じめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。の場合においてやむを得ないときは、
変更後に理由を説明いたします。

１７．旅程保証
旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合（ただし、天変地変、戦乱、暴動、運

送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、
旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置、お客様の申し出による変更は
除きます）は、当社約款の規程によりその内容の変更に応じて旅行代金に下表に定める
率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、当該変更について当社に「15．当社
の責任」（１）の責任が発生することが明らかである場合は、この限りではありません。
一つの旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15パーセントを限度
とします。また、一つの旅行契約について支払われる変更補償金の額が1,000円未満の場
合は、変更補償金をお支払いいたしません。

変更補償金の支払いが必要となる変更
１件当たりの率（パーセント）

旅行開始前 旅行開始後

契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3

契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設（レストラン
を含む。）その他の旅行の目的地の変更 1 2

契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金の
ものへの変更（変更後の等級及び設備の合計額が契約書面に記
載した等級及び設備のそれを下回った場合に限る。）

1 2

契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1 2
契約書面に記載した旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空
港の異なる便への変更 1 2

契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1 2

契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他
の客室の条件の変更 1 2

前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載
があった事項の変更 2.5 5

１８．お客様の責任
（1）お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠

償しなければなりません。
（2）お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供される情報

を活用し、お客様の権利・義務その他企画旅行内容について理解するように努めな
ければなりません。

（3）お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、掲載内
容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の
手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

（4）旅行中に、事故などが生じた場合は直ちに確定書面記載の連絡先又は当社にご連
絡ください。

１９．お買い物の案内について

ご旅行中に病気ケガをした場合、治療費や移送費等多額の費用が掛かることがありま
す。また事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収に費用を要する場合があ
ります。安心してご旅行を楽しんでいただくため、お客様ご自身で旅行保険に加入され
ることをお勧めします。詳しくは担当者までお問い合わせください。

お客様の便宜を図るため、観光中・送迎中に土産物店にご案内することがありますが、
お客様ご自身の責任でご購入ください。

２０．国内旅行保険の加入について

２２．その他
（1）お客様がご旅行参加中に、新型コロナウィルス感染症に罹患し、または濃厚接触

者となった場合など、現地の法令などに基づき隔離その他の措置が必要となった場
合には、その指示に従って頂きます。またこれに要する費用はお客様のご負担とな
ります。

（2）本ご旅行条件書に記載のない事項は、当社約款（募集型企画旅行契約の部）の定
めるところによります。なお、当社約款はお客様のご請求があれば、いつでもお渡
しいたします。

（3）本ご旅行条件書の記載と当社約款（募集型企画旅行契約の部）の記載に矛盾が生
じる場合は、本ご旅行条件書の記載が優先するものとします。

2022年7月改訂

大和リゾート株式会社 東京都知事登録旅行業第2-7002号
（一般社団法人日本旅行業協会正会員）

２１．個人情報の取扱について
（1）当社及び受託旅行業者は、旅行申込みの際にお客様からいただいた個人情報につ

いて、お客様との間の連絡のために使用させていただくほか、旅行内容である運
送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手
続きに必要な範囲において利用させていただきます。このほか、①当社及び当社と
提携する企業の商品やサービスキャンペーンのご案内、②旅行参加後のご意見・ご
感想の提供のお願い、③アンケートのお願い、④特典サービスの提供、⑤統計資料
の作成のため、お客様の個人情報を利用させていただく場合があります。

（2）当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又は
メールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものに
ついて、当社グループ企業との間で共同して利用させていただきます。当社の個人
情報の取扱に関する方針等の詳細や個人情報取扱管理者の氏名、当社グループ会社
の名称については、当社ホームページ（http://www.daiwaresort.jp/）をご参照くだ
さい。


